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みんなであそぼう
年齢に応じた楽しいあそびを親子で楽しみましょう。 子育てに関する親子講
習もあります。
対象…おおむね1歳（歩行完了児）〜3歳の幼児と保護者
持ち物…上ばき・手ふき・着替え・ビニール袋
※飲み物（麦茶または白湯）は各自でご用意ください。
場

所 月

保南
育青
所木
保戸
育塚
所西

10
月
10
月

1歳児（15組）

2〜3歳児（15組）

親子講習
1〜3歳児
（20組）

14日
（金）
運動会ごっこ

13日
（木）
運動会ごっこ
20日
（木）
ハロウィンごっこ

12日
（水）
エアロビクス

14日
（金）
運動会ごっこ

5日
（水）
エアロビクス

13日
（木）
運動会ごっこ

時間

9：30
〜

11：00

●参加申し込みは1カ月1回となります。
※内容が変更になることがあります。ご了承ください。
申し込み・問い合わせ
南青木保育所蘂048−251−7249 受付時間 月〜金曜日13：00〜16：00
戸塚西保育所蘂048−298−4952 受付開始 9月5日（月）から

園庭開放
9月はありません。10月は19日（水）
・26日（水）
・27日（木）です。
申し込み不要の自由参加です。雨天の場合は中止となります。
時間…9:30〜11:00（受付は9:30〜10:00です。）
育児相談

※往復はがきでお申し込みください。
応募多数の場合、抽選の上、返信します。
※送付先…南青木保育所
〒332-0031 青木1-4-4
戸塚西保育所
〒333-0815 北原台3-18-10

記入例
〈往復はがき〉 サークル「ぴっころ」
希望

自宅の住所
氏名

※受付締切…9月16日
（金）必着
第3期は1月・2月です。
（詳細は12月号に掲載）

＊お子様の氏名
（ふりがな）
＊生年月日
＊月齢（0カ月）
＊保護者氏名
＊住所・電話番号
＊親子自己PR

※次の場所でも「子育て親子の交流の場の提供」
「子育てに関する相談」
「子
育て情報の提供」を毎日実施しています。また、講座などのイベントもあります。
詳細は各保育園に問い合わせてください。
蘂048ー222ー6011
●川口駅前保育園（川口1−1−1 キュポ・ラ8F）
●川口こども園「のびのび」
（安行領根岸1291）
蘂048ー286ー0069
●アスク東川口保育園（戸塚4−21−1）
蘂048ー298ー0083
●フォーマザー保育園（東川口3−2−29）
蘂048ー291ー2713
●汽車ぽっぽ保育園「ぽけっと」
（東川口6−8−18）
蘂048ー229ー6017

日時…毎週月〜金曜日 13：00〜16：00
場所…南青木保育所蘂048ー251ー7261
戸塚西保育所蘂048ー295ー0930

子ども家庭相談室

かわぐちファミリー・サポート・センター

☆気軽に相談してみませんか☆
各児童センターの子ども家庭相談室をご存じですか?
育児について相談員と気軽にお話できるところです。費用は無料です。
引っ越してきたばかりなので子育て情報がほしい、子どもの発達（卒乳・おむつ
トレーニング・お友達と遊べない・言葉が遅い）が気になる、一人で育児をしている
と不安になる、集団生活はいつごろからがよいか、など、一人で悩まず気軽に話し
てみませんか? 電話相談、来室相談、
どちらでも可能です。
時間…9:30〜16:30
電話番号
南平子ども家庭相談室（南平児童センター内） 048-225-6848
芝子ども家庭相談室（芝児童センター内）
048-268-7675
戸塚子ども家庭相談室（戸塚児童センター内） 048-294-7300

0歳児サークル「ぴっころ」
（第2期10月〜11月）
※市内在住で第1子のかたが対象です。
（保育所・家庭保育室に在籍のかたは
対象外です）
日程…10月11日・18日・25日・11月8日・15日
（毎火曜日）計5回
初めて子育てをするお母さんと子どもの交流・あそびの場です（離乳食・子育て
の話・ふれあいあそびなど）。
時間…10:00〜11:00
対象…第2期は平成22年11月1日〜23年3月31日生まれ

開設日
木・土
水・土
金・土

＊来室相談はなるべく予約してください。

プレイリーダーがいる公園 前川第6公園・南平児童交通公園
公園には子どもたちを見守り、遊び相手にもなってくれるプレイリーダーがいます。
プレイリーダーがいる日は、火・水・木・土曜日の10:00〜17:00です。
プレイリーダーがいる日には、こま、竹ぽっくり、手押し車や砂場あそび道具などを
自由に借りることができます。
土曜日の13:30からは、工作などで遊べます。工作などの詳しい情報は、毎月の
チラシに掲載していますので、ホームページをご覧ください。
【イベントの情報】
わんぱくまつり 10月29日
（土）10:00〜15:00 南平児童交通公園
プレイリーダーがワクワクするようなあそびを用意してお待ちしています。時
間内にいつでも自由に遊べるようにあ
そびのコーナーがあります。申し込み
は不要です。
あそびの内容
・ターザンロープあそび
・工作あそび
・パパとあそぼ「ミニうんどうかい」
（※幼児とその保護者対象30組）ほか
問い合わせ…子育て支援課支援係
蘂048ー258ー1114

ボランティアによるおやこの遊びひろば
地域のボランティアが見守る中、0歳から3歳までのお子さんと保護者のかたが、
自由に遊べて、おしゃべりができるフリースペースの場です!
すべり台・積み木・ままごとセットなどおもちゃがたくさんあります。
場
所
9月の開催日
開催時間
西川口公民館（日本間）※ 10（土）
・17（土）
・24（土）
10:00
南 平 公 民 館（日本間） 10（土）
・24（土）
〜
前 川 公 民 館（講座室） 1（木）
・8（木）
・15（木）
・22（木）
・29（木） 12:00
○申し込みは不要です。時間内は出入り自由です。
※西川口公民館が耐震補強工事で休館するため、10月から1月までは横曽根公
民館で開催します。
問い合わせ…子育て支援課支援係 蘂048-258-1114

「子育ての援助を受けたいかた」と「子育ての援助を行いたいかた」との地域
助け合いの会員組織です。
援助内容…幼稚園・保育園・留守家庭児童保育室への送迎、短時間の預かりなど
（市内在住の生後6カ月から小学3年生対象の援助）
援助活動費…1時間700円〜
サービス利用者説明会（子育ての援助を受けたいかた）
9月14日
（水）10:30〜11:30 青木会館3階大会議室
サポーター説明会・講習会（子育ての援助を行いたいかた）
9月28日
（水）9:30〜12:30 青木会館3階大会議室
※援助をしてもらうこともあるが援助も行えるという
かたも対象です。
申し込み…要予約 電話受付
問い合わせ…子育て支援課またはかわぐちファミリー・サポート・センター
蘂048ー252ー3388（月〜金曜日の祝日を除く9:00〜17:00）

子育てサポートプラザ
①子育てミニ講座
「子どもの病気」
日時…9月15日
（木）10:00〜11:30
対象…0歳・1歳の子どもと保護者30組（先着順）
申し込み…9月8日
（木）9:00から電話、FAX、来所で受付開始
出席者氏名、電話番号、子どもの名前と年齢をお知らせください。
②子育てサポーター養成講座
内
容
子どもの心と身体の発達
安心して楽しく援助をするには
子どものけがと病気の応急処置
子どもの安全と心肺蘇生法、AEDについて
子どもの遊びと活動の注意点
講座5 11月17日（木）10:00〜12:00
市内の子育て支援活動
講座1
講座2
講座3
講座4

日
時
10月13日（木）10:00〜12:00
10月20日（木）10:00〜12:00
10月27日（木）10:00〜12:30
11月10日（木）10:00〜12:30

対象…子育てサポーターとして活動したいかた、子育て支援に関わっているかた
募集人数…各講座25人（託児は5人まで可）
費用…無料（11月10日の参加者は、マウスピース付マスク代として150円）
場所…かわぐち市民パートナーステーション会議室1（キュポ・ラM4階）
申し込み…9月13日
（火）9:00から電話、FAX、来所で受付開始
出席者氏名、電話番号、託児希望の場合は子どもの名前と年齢をお
知らせください。
申し込み・問い合わせ…子育て支援課または子育てサポートプラザ
蘂048ー250ー1221 薨048ー250ー1643

親子ふれあい体験保育
在宅で子育てをしているかた、お子さんと一緒に保育所へ来てみませんか?
保育所の子どもたちと遊びましょう!
期日…9月8日（木）
・10月13日（木） 時間…9：30〜11：00
対象…市内在住、1歳から3歳のお子さんと保護者 持ち物…上ばき
申し込み・問い合わせ…各保育所（園）
〈実施日の一週間前まで〉
受付時間…10：00〜15：00
※南青木保育所、戸塚西保育所、仲町保育所では実施していません。
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子育て
芝：蘂048-268-4308・薨048-268-4309
■休所日：毎週火曜日・19日（祝）
・23日（祝）
★車での来所はご遠慮ください

南

平：蘂・薨048-223-7441

戸

塚：蘂・薨048-294-7550

母子福祉センター：蘂048-223-7655

※児童センターでは、ほかにもさまざまな行事を行っています。詳細はホームページをご覧ください。

芝児童センター
おやこのワンパクひろば
日時…9月2日（金）
・16日（金）
9:30〜12:00
内容…運動用具で遊べます。
対象…未就学児とお父さん、お母
さん

敬老の日企画
伝統芸能を楽しもう
日時…9月17日（土）
10:00〜12:00
内容…おじいちゃん、
おばあちゃん
と一緒に伝統芸能に親しみましょう。
銭太鼓・民謡など町会のかたと児
童センターの子どもたちが発表を
します。
対象…幼児〜大人
定員…50人程度
申し込み…9月14日（水）まで（電
話可）
※お孫さんがいるかたも、
いないか
たも気軽に申し込んでください。

はぐはぐランド・とことこランド
日時…9月21日（水）
はぐはぐ10:00〜10:50
とことこ11:00〜11:50
内容…小さな運動会、保健師のワ
ンポイントアドバイス
対象…はぐはぐ＝0歳乳児と保護
者
とことこ＝1〜3歳のお誕
生日までの乳幼児と保護者
申し込み…9月14日（水）9:30か
ら
（電話可）
※申し込み人数によってはお断り
する場合があります。

おもちゃ図書館
日時…9月22日（木）
10:00〜12:00（受付は
11:30まで）
内容…ボランティアといっしょにお
もちゃで遊びましょう
（時間内は自
由に入退室できます）。
対象…未就学児と保護者

おもちゃの病院
日時…9月25日（日）
13:30〜16:00（ 受付は
15:30まで）
内容…おもちゃドクターによるおも
ちゃの診断と修理
定員…30人
申し込み…9月18日（日）9:30か
ら
（電話可）
費用…部品代がかかる場合があり
ます。
その他…ゲーム機はソフトも必要
になります。

ふたごひろば

ら
（電話可）

もりもりサンデー
日時…9月11日（日）
14:00〜15:00
18日（日）
15:00〜16:00
内容…ドッジボールやおにごっこな
ど体をたくさん動かして遊びます。
児童センターで遊んで、
ほかの学年・
学校の友達を増やそう。
対象…小学生以上（大人も可）

戸塚児童センター あすぱる
ツインズひろば
日時…9月5日（月）
10:30〜11:30
内容…保健師さんによるワンポイ
ントアドバイスとママの情報交換
対象…0〜3歳までの多胎児と保
護者
定員…10組程度
申し込み…前日まで（電話可）

おりがみの日
日時…9月8日（木）
15:30〜16:30
内容…人気キャラクターを折りまし
ょう
対象…3歳以上の未就学児と保護
者
申し込み…前日まで（電話可）

ママのおしゃべりカフェ
日時…9月9日（金）
10:30〜11:30
内容…ママの情報交換の場とお友
達づくりのお手伝いをします。
対象…0歳児と保護者
定員…15組
申し込み…前日まで（電話可）

敬老の日企画クッキング「地域のおじいちゃん
おばあちゃんと子どもの交流会」
日時…9月10日（土）
クッキング／10:00〜11:00
交流会／11:00〜12:00
内容…子ども甘味どころにおじい
ちゃんおばあちゃんをご招待します。
対象・定員…
クッキング／5歳以上の未就学児
から小学生まで（未就学児は保護
者同伴）15人
交流会／地域のおじいちゃんおば
あちゃん30人
申し込み…9月3日（土）10:00か
ら
（電話可）

おもちゃの病院
（壊れたおもちゃの修理）
日時…9月15日（木）
10:00〜11:30（一人2点
まで） 費用…部品代がかかる場
合があります。

日時…9月30日（金）
ハンドベルの日
10:00〜11:00
内容…多胎児と保護者のひろばです。
雖きれいな音色をかなでましょう雖
保健師さんもきてくれます。
申し込み…9月22日（木）9:30か
日時…9月15日（木）

25 広報かわぐち 2011.9

15:30〜16:30
対象…小学生
定員…15人
申し込み…9月1日（木）10:00か
ら
（電話可）
※初めてのかたもハンドベルを演
奏してみませんか。

親子で遊ぼう
日時…9月26日（月）
ぴよぴよDay=10:00〜10:45
にこにこDay=11:10〜11:55
対象…ぴよぴよDay=0歳乳児（首
の据わった）
と保護者
にこにこDay=1〜2歳まで
の乳幼児と保護者
内容…秋祭りごっこ〜たくさんの出
し物があるよ雖〜
申し込み…9月12日（月）10:00
〜前日（電話可）
※人数によっては申し込みをお断
りする場合があります。

ベビーマッサージ
日時…10月6日（木）
・13日（木）
・
20日（木）
10:30〜12:00
対象…2カ月〜ハイハイする前の
乳児 定員…各回10組
費用…1回600円
申し込み…9月16日（金）10:00
〜（電話可） ※定員になり次第締
め切り

南平児童センター
敬老の日プレゼント作り
日時…9月10日（土）
10:30〜11:30
内容…敬老の日に向けてプレゼン
トを作りましょう。
対象…小学生
定員…20人（先着順）
申し込み…9月1日（木）10:00か
ら
（電話可）

おはなし会
日時…9月17日（土）
15:00〜15:30
内容…「とむとむ」による楽しいお
はなし、パネルシアター、
おりがみ
工作を行います。
対象…幼児以上
（幼児は保護者同伴）

南平児童センター野外遠足
日時…9月19日（祝）
10:30〜16:00（雨天決行）
場所…紙の博物館（紙すき体験）、
飛鳥山公園
対象…小学3年生〜6年生
定員…20人（先着順）
費用…交通費実費
申し込み…9月5日（月）10:00か
ら10日（土）16:00まで（電話可）
事前説明会…9月11日
（日）14:00
から保護者同伴でお願いします。
※詳細はお問い合わせください。

なかよしキッズ
日時…9月21日（水）

10:00〜11:00
内容…運動会がんばるぞ!
対象…満2〜4歳の幼児と保護者
定員…40組（先着順）
持ち物…上ばき（親子とも）、
タオル、
飲み物
申し込み…9月14日（水）10:00
から
（電話可）
※親子ともに動きやすい服装でご
参加ください。

にこにこ赤ちゃん広場
日時…9月26日（月）
10:00〜11:40
ベビー（0歳）10:15〜10:55
キッズ（1歳）11:00〜11:40
内容…ベビーが安心して集える場、
キッズが楽しくリズム遊びできる場
として、
お気軽にお越しください。
毎回、
ワンポイント講座もあります
のでお楽しみに! 保健師がいます
ので、
赤ちゃんの相談・計測もでき
ます（計測はベビーが対象となり、
10:00〜10:15の間です）。
ワンポイント講座…「気をつけよう
事故とけが（保健師）」
対象…2歳未満の乳幼児と保護者
（ベ
ビー、
キッズの参加時間が異なりま
すのでご確認ください）

楽しいリズム運動
日時…9月28日（水）
10:30〜11:15
内容…ピアノの音楽に合わせて楽
しくリズム運動をしましょう
対象…満2〜4歳の幼児と保護者
定員…20組（先着順）
持ち物…上ばき
（親子とも）、
飲み物
申し込み…9月18日（日）10:00
から
（電話可）
※親子ともに動きやすい服装でご
参加ください。

とことこドライブday
日時…毎週月曜日・水曜日9:30〜
11:30（事業がある日は除く）
内容…プレイルームでコンビカー
に乗って遊べます。
対象…幼児と保護者

母子福祉センター
絵手紙教室
日時…9月11日（日）
13:00〜15:00
対象…母子家庭と父子家庭の子ど
もと保護者
定員…15人
費用…無料 道具は用意してあり
ます。

相談日
日時…9月18日（日）
10:00〜15:00
内容…日ごろ抱えているお悩み、
自
分で判断できないことなど、
個別に
相談に応じます。
対象…母子家庭と父子家庭の子ど
もと保護者
定員…5人（先着順）
申し込み…電話可

